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本通信は西東京 三田会に メールア ドレス を開示 して くださってい
る関係者 に配 信 してお ります。
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第 49号 コ ンテ ンツ

28年 度 2回 目のグル メ会が行われま した

●□●

第 lo回 「写 真・ 作品展」要領 と出展 ご案内です (添 付 あ り)
武闘派 (運 動系 )サ ー クル賛同者 を求 めています
その他会内サ ー クル等予定行事な ど
会員情報、塾・ 友好会関係 ニ ュース
今月の 1枚 】熊坂妃 呂子 さんの 「 勇姿」です
【
役員会情報

28年 度 2回 日の グル メ会 が行われ ま した
◇◇◇

9月 3日 土曜 日、 6時 よ り、地元西東京市のひば りが丘駅近 くの
「吉之助」で、グル メの会初秋の催 し「日本酒の水室囲 いを頂 くカイ」
を実施 しま した。参加者 10名 。
お酒は、 「明鏡止水」の水室囲 い、福井県の「黒龍」、高知県の「美
丈夫」な どが次々に空 き、真骨頂のグル メ料理は、 「玉手箱 」。
真 四角 の蒸籠 に新鮮 な魚 と野菜が入 つてお り、 日の前で蒸 してポ ン酢
で頂 く、なん ともお酒に合 うとても美味な料理で した。
http://nishitokyo― mitakai.net/circle5‑gurume.html
<〉 <〉
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第 13回 「写真・ 作品展」要領 と出展 ご案内です (添 付 あ り)
◇◇◇

西東京三田会
第 13回 写真・作品展】 ご出展 ご参加の皆様
【

◎ 今年の 日程は 11月 21日 (月 )準 備、22日 (火 )〜 27日 (日 )、
例年どお り柳沢公民館の 1階 ロビー特設会場 にて
10:00〜 1フ 100の 時間帯で開催いた します。
◎ 今回も皆様の思 い出『 ワンショッ ト』や 日ごろ丹精の『 作品』
など投稿参加をお待ちしています。
作品展 申し込み
※ 申し込み方法は、添付のポスターをご参考に 【
リス ト2016】 にご記入の上下記事務局まで FAXま たはメールに添
付 して申 し込みをお願tヽ いた します。
なお、錦秋の作品をお出 しになる方は締め切 りを少 し遅 くいた
しますが、構成上 10月 31日 (日 )ま でに参加希望 を下記事務局
までお申し出 ください。
はなび】
※ 21日 会場準備・ 説明会終了後 事前懇親会を昨年同様 【
にて開催 いた しますので、参加希望者は事務局まで申し出 ください。
(席 数予約の関係)会 費 :約 4,000円
※茜東京三日会ではホームペー ジ上に、昨年の作品や秀作を掲載 して
おります。下記 URLを クリック してご覧ください。
http1//nishitokyo― lnitaka i.net/syasin2‑ga:lerュ

html
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武闘派 (運 動系)サ ークル賛同者を求めています
◇◇◇
渡辺康隆会員 (理 事 )が 、当会 は、 「文武 両道」の慶應義塾にあって、
イベ ン トとサー クル活動は文 と食が殆 ど、武 が少ない、「年寄 りのお茶
飲み会」 つて言わ れて しま う。武の イベ ン ト・ サ ー クル活動活発化が
必要 だ と、 「武闘派」渡辺 が一肌脱 ぎます "、 と宣言 しています。
当面 「 30周 年記念登 山」の企画 をお考えです。
常時のサ ー クル と してではな くイベ ン トとしていかがで しょうか ?
興味 ある方 は渡辺氏まで連絡 して くだ さい (pxi154210nifty.ne.」 p)。
なお、今まで もボー リング、テ ニス等 の運動系呼びか けがあ りま し
たが 、サー クル とい う硬 い考 えでな く、気が あ つた ら実 行 の親睦仲間
作 りの場に この西 東京 三田会 100余 人 を活か しま しょう
く〉<〉 ========コ ==============================================
その他会内サー クル等予定行事な ど
〉く
〉
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1.9月 25日 (日 ):麻 雀会秋場亜
28年 第 4回 日の麻雀 の会・ 秋場所、午後 1時 か らPジ ャン
(西 東京郵便局北側 、日無栄 ビル 3階 ):初 の人も大 いに歓迎
会費 3000円 、担 当 :原 護 hara.mamoru081 4@glna i l.oom
なお、 11月 場所は 11月 13日 (日 )で す

2.10月

2日

(日

):市 内歴史散歩会

第 7回 の今回は西東京市域西北部 を歩 きます
歩行距離約 6〜 7キ ロと長いですが、西武駅間 を結ぶ バス路線

が近 くにあ ります ので途 中 リタイア可能です
ひば りが丘駅 9時 半集合者が参加者 で、事前 出欠は とりません
12時 前後に田無駅に着 くように歴史遺跡立寄 つて歩きます

3.10月 16日

(日 ):連 合三国会大会
諸 三田会のお祭 りです。 日吉キ ャンパ スで開催 され ます
「西東京 三田会」の帷旗 を立ててお待 ち してお ります

4.10月 28日

(金 ):谷 戸小学校 5年 生 社会科見学支援
中野、中日、坂口、篠崎 氏に同行添乗 していた だき、
ANA工 場見学のあとは花王石鹸の工場見学です

5.10月 30日

(日 ):「 木の枝で マ リオネ ッ トを作 ろう」
小平三国会アー トクラブ企画のワークシ ョップです
集合 :JR国 立駅 改札 に 10月 30日 13時
行動 :① ギャラ リー街国立の画廊散策
② ア トリエパ ネンカ (国 立の隠れ家カフェギ ャラ リー )で
,ウ ークシ ョップ (14:00〜 15:30)
・ チ ェコ &ス ロバ キア世界遺産な どの レクチャー
参加費 :お ひ と り 3000円 (材 料 口指導 口茶菓な ど)
主催世話人 :吉 川潔 (西 東京 三田会会 員 でもあ ります )
e―

mall yOshikawa@kiyoshi:sakura.ne.Jp

6.11月 16日

(水 ):ゴ ル フ会
高麗川カン トリー 倶楽部です
別途案内 されています
なお、西東京稲門会は 11月 2日 (水 )高 坂 カン トリー クラブ

7= 11月 17日

(木 ):グ ル メ会
「最高裁判所 をみ てみ よう」赤坂 スペ イ ン料理

8,11月 22日

(火 )〜

27日

(日 )写 真・ 作品展

上 記別項の通 り、柳沢公民館 ロ ビーにて

〉
〉
〈
<〉 〈
==========================================
会員情報 、塾・ 友好会関係 ニ ュース
=======================================================く〉く
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会員の動向 : 山崎俊 道君
第 219回 クラシ ックギター コンサー ト
9月 25日 (日 )14:30よ り 小平市花小金井南 公民館 ホール
今回は河野智美 (諸 コンクール優勝・ 入賞)氏 が 客演

2.28年 度の年会費、納入失念者へ のお願 い

会員の年度会費は総会 (今 年は 5月 22日 )時 にいただいてお ります。
総会欠席者でお支払 いいただ く対象者にはその後①総会終 了通知在 中で、
② 7月 1日 付 ニュース レター在 中で 「お願 いJを してお ります。
総会 に出席できなか つた会 員 におかれ ま しては 、O② ご確 認の うえ、
お支払い失念者はお支 払 いいただけます よ うお願 いいた します。
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今月の 1枚 】高梨勇一 さんの「黒部の錦秋 I」 です
=======================================================く 〉く
〉く
〉
例のあの 「 トロッコ電車」からの撮影
動いているか ら難 しかつたで しょうね
<〉

httpi//nishitokyo― mitakai net/syasin2‑gallery html
(今 月の 1枚 はページの下の方ですのでご注意 ください)
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役員会情報
◇◇◇
第 5回 役 員会 は 9月 18日 に開催 され 、定例議題 の ほか 、
『 30年 記念事 業」 等 につ き話 し合われ る予定 で す。
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